都議会自民党ＢＭ議員連盟・都財務局と
意見交換会を開催

東京協会が品質確保で

総務省に意見書を提出

数量に関して不正の行為をし

たとき﹂

と規定している︒これに対

し︑改正案では︑

は︑社会保険等の加入状況の
う考えがあるが︑見えない所

ばやり直させればいい﹂とい

実施の時期については︑都側

また︑総合評価方式の本格

月 日まで広く意見を募集

を取りまとめ︑９月 日から

以内の期間を定めて一般競争

ときは︑その者について三年

令の一部を改正する政令案 ﹂ れかに該当すると認められる

行為をしたとき﹂

若しくは数量に関して不正の

粗雑に行い︑又は物件の品質

に工事︑製造その他の役務を

﹁契約の履行に当たり︑故意

東京ビル政連は９月 日︑ 名が出席︒政連からは佐々木
確認は必要であり︑せめて落
もメンテナンスする必要があ

入札に参加させないことがで

うとする者が次の各号のいず

理事長ほか５名が出席し︑約
札後には確認すべきであると

﹁地方自
から︑
﹁試行﹂と﹁本格実施﹂ した︒この政令案は︑

総務省は︑
﹁地方自治法施行

東京都議会自由民主党ビルメ
１時間︑次のような意見交換
り︑履行評価は重要であると

あるとの認識が示された︒

ンテナンス議員連盟の計らい
の意見があり︑都側から︑指
入をチェックするためシステ

名業者審査登録の際に保険加
後改善していきたいとの回答

述べられた︒都側からは︑今

ものとしないために﹁試行﹂ の一部施行に伴い︑所要の規

を区別せず︑制度を固まった

定整備を行うとともに︑一般

理人として使用する者につい

人その他の使用人又は入札代

これに関して︑
︵公社︶東京

した︒

と﹁その他の役務﹂を追加

を行った︒
１ 改正品確法に基づく適

としているとの見解が示され

ても︑また同様とする﹂とし︑ ビルメンテナンス協会は︑

治法の一部を改正する法律 ﹂ きる︒その者を代理人︑支配

都財務局と︑東京都への要望
があった︒
︵後日︑東京協会

競争入札等の参加者の資格要

月９日付で︑総務省自治行政

発行﹃建物清掃品質評価表﹄ た︒議連からは︑総合評価を

その第１号として︑

あった︒これに対し︑政連か

件を追加するものである︒

政連から︑
改正品確法に
﹁建

どの程度の割合にしていくか

を都側︑議連に送付︶

局行政課に以下の意見書を提

ら︑個々の従業員の加入を確

﹁契約の履行に当たり︑故意

築物の維持管理﹂が含まれ年

現行では︑第１６７条の四

議員連盟からは高島なおき

が今後の課題であるとの意見

出した︒寄せられた意見を踏

認するためには︑
最終的には︑

に工事若しくは製造を粗雑に

末までに国交省から﹁運用指

が述べられた︒

第２項で︑
﹁普通地方公共団体

議 員︑ 高 木 け い 政 務 調 査 会
５ 総合評価方式

落札後に従事者の加入につい

まえ︑施行は 月１日の予定︒

針﹂が示されるが︑都として

し︑又は物件の品質若しくは

東京におけるビルメンテナンス

持管理における品質確保は今後

業界を代表する協会として︑建

な履行の結果︑公共建築物の劣化

公共建築物の維持管理における

物のよりよい維持管理を行うた

極めて重要になると思います︒

第１６７条の四第２項第１号

適切な品質の確保は︑建物の長寿

め︑粗雑な履行や不正行為を

京都として具体

ものであり︑東

法律は理念的な

議連から︑国の

改善に取り組ん

働きかけるなど

仕様をいかに適正に作成でき

との発言があった︒
議連から︑

がいい﹂という時期があった

から︑コスト削減︑
﹁ 安い方

があった︒
また︑ であるとの指摘があり︑都側

でいるとの回答

るかが鍵となると発言があ

が︑最大の原因はダンピング

の落札金額の低下が大きい

政連から︑都庁舎清掃業務

事の品質確保の促進に関する

対応﹂を入れることが重要で

連から︑技術点に﹁緊急時の

があった︒これに関連し︑議

を分析研究しているとの回答

など︑平成 年度契約の結果

まで提案内容を重視すべきか

て意見が述べられた︒

だ予定価格の積算などについ

点や最低賃金の改定も見込ん

最低制限価格の導入の問題

日︑
﹁公共工

的な内容を入れ

品確法︶を踏まえて︑
﹁受注

政府は９月

が進んでおります︒

える改正に賛成します︒現在︑ 命化︑行政サービスの向上をもた

の規定に﹁その他の役務﹂を加

らし︑結果的に税金の効率的執行

行った不適格業者の入札参加を

意見書

は︑一般競争入札に参加しよ

長︑宇田川聡史議員の３名が

ないかとの政連からの質問に

さらに︑総合評価方式の業

契約制度を改めていくべきと

１対１では結果的に価格勝負

対し︑都側から前向きな回答

政連から︑総合評価の技術

松永契約調整担当部長︑中野
の意見が述べられ︑
都側から︑ た︒

になるので技術点の割合を増

出席し︑東京都財務局からは ﹁安かろう悪かろう﹂の入札・ ての証拠書類を提出させる必
契約第二課長︑佐伯契約調整
今回の法改正は画期的であ

地方公共団体が所有する建築物

につながります︒今年６月に施行

一定期間制限すべきと考えてい

やすべきと要望し︑
都側から︑ があった︒

の維持管理業務︵清掃︑設備管

された改正品確法に工事後の維持

ます︒

３ 東京都庁舎清掃業務の

点と価格点の割合について︑ 者選定を前年秋に前倒しでき

担当課長︑織田契約調整技術
り︑
﹁総合評価の手引き﹂を

要があるとの意見が述べられ

担当課長︑鈴木工務課長の５

理等︶の競争入札において︑低

管理が加えられましたが︑建物維

監督及び検査並びに工事中及

問題意識は持っており︑どこ

価格入札が横行しており︑粗雑

契約の方法の選択︑契約の相

び完成時の施行状況の確認及

落札状況

により︑公共工事の目的物の

手方の決定︑工事の監督及び

び評価その他の発注関係事
施策を総合的に推進するため

作成して各局に

質確保の促進に関する法律の

品質を将来にわたって確保す

検査並びに工事中及び完成時

て い き た い が︑ り︑都側から︑その方向で進

規定された︒

６ その他

一部を改正する法律﹂
︵改正

る必要がある﹂ことが新たに

務
︵新設の工事だけではなく︑
者の責務に関する事項﹂
と
﹁多

ければならない﹂と﹁維持管

を含む︒
︶を適切に実施しな

維持管理に係る発注関係事務

の施行状況の確認及び評価そ
の基本的な方針﹂
︵品確法基
本方針︶の改正を閣議決定し
た︒

品確法基本方針は︑発注関

理﹂が明記された︒
専門家による履行評価を導入

その担い手の確保のために講

く︑公共工事の品質確保及び

このほか︑発注関係事務の
すべきである︑第三者評価が

ずべき施策を規定しており︑

行評価には限界があるので︑ 係事務に関する事項だけでな

政連から︑都職員による履

４ 履行評価

めているとの説明があった︒

条例にするかど
うかについては
今後検討したい
との意見があっ

改正品確法の基本方針閣議決定
﹁維持管理﹂を明記
２

無理であれば︑受注業者側に

プや︑地方公共団体が講ずる

の策定及びそのフォローアッ

運用に関する指針
︵運用指針︶
等の加入状況

様な入札及び契約の方法﹂が

の他の発注関係事務を適切に
国・地方公共団体等はこれに

維持︑修繕その他の維持管理

の作成をはじめ︑
﹁入札及び

契約の相手方の決定︑工事の

事完成後の適切な点検︑
診断︑ 者名簿︑契約図書︑予定価格 ﹁入札及び契約の方法の選択︑ 成 年４月から運用される見

また︑改正前の﹁発注関係
履行評価書を提出させる︑受

施策への支援等も追加︒運用

の確認

事務の適切な実施﹂
項目では︑ 実施しなければならない﹂と
注者側のインスペクターと都

務を負う︒

追加された︒品質確保の促進

政連から︑公

職員が一緒に履行評価を行う

今回の改正では︑６月４日

基づいて措置を講ずる努力義
正な競争を維持

方法もあると提案した︒議連

に施行された﹁公共工事の品

指針は︑年内に策定され︑平
し不適格業者を

からも︑清掃業務は﹁汚けれ

規 定 し て い た が︑ 改 正 後 は

た︒

11

催した︒

ム改修を行ったとの回答が

12

正な維持管理

において︑同議員連盟・東京

により︑都議会自民党役員室

25

事項について意見交換会を開

14

公共工事の発注者は︑有資格
排除するために

通しである︒

27

http://www.tbseiren.com
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10

の意義に関する事項では︑﹁工

社会保険
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